2020年度 未成年後見人養成研修 開催要項
本研修は、都道府県社会福祉士会の「権利擁護センターぱあとなあ」の名簿登録者で、今後、未成年後
見人等候補者名簿に登録して、専門職後見人として受任するために必要とされる知識・技術を修得するこ
とを目的に開催します。
１．日

程

１日目
２日目

２．実施方法

…
…

2020 年 11 月 7 日（土）
2020 年 11 月 8 日（日）または 28 日（土）

Zoom によるオンライン研修

３．スケジュール及びプログラム（予定、プログラム等は変更となる場合があります。）
時

間

内

9：40～ 9：50

１
日
目

開会挨拶・研修ガイダンス(10 分)

9：50～11：20
講義（90 分）

テーマ 「関係機関との関わり」
講師 栗原 直樹 氏 (日本社会福祉士会副会長、子ども家庭支援委員会委員長)

11：20～12：00

昼食休憩（40 分）

12：00～14：00
講義（120 分）

テーマ 「子どもの発達課題と生活」
講師 奥山 眞紀子 氏（日本子ども虐待防止学会 理事長）

14：00～14：10

休憩（10 分）

14：10～15：40
講義（90 分）

テーマ 「未成年後見人の法的立場」
講師 野口 容子 氏（横浜あかり法律事務所）

15：40～15：45

事務連絡（5 分）

時

間

内

9：55～10：00

２
日
目

容

容

オリエンテーション

10：00～11：00

テーマ

事例報告（60 分）

講師

11：00～11：10

休憩（10 分）

11：10～15：00
演習（180 分）
※昼食休憩 50 分

テーマ 「未成年後見活動の実務演習」
講師 稲嶺 裕子 氏（NPO 法人 スペース空）
坂口 繁治 氏（坂口社会福祉士事務所）

15：00～15：10

休憩(10 分）

15：10～15：40
説明（30 分）

テーマ 「ぱあとなあとの関わり」
講師 山崎 智美 氏（日本社会福祉士会副会長、権利擁護センターぱあとなあ担
当理事）

15：40～15：55

事務連絡（15 分）

15：55～16：00

閉会挨拶

「未成年後見活動の実際(事例報告)」
坂口 繁治

氏（坂口社会福祉士事務所）

※2 日目のプログラムは、《11 月 8 日(日)》または《11 月 28 日(土)》のどちらか一方に参加いただきます。
お申し込み時に希望日を受け付けますが、定員の関係で希望に沿えない場合もあります。予めご了承ください。

４．事前課題

・指定する e-ラーニングコンテンツの視聴すること。
・研修で用いる事例の 閲読（精読）すること。

５．受講要件

・都道府県社会福祉士会のぱあとなあ名簿登録者であること
・所属の都道府県社会福祉士会から受講者推薦が得られること (＊1)
・以下(1)～(3)のいずれかに該当すること (＊2)
(1) 未成年後見人を受任しており、保険に未加入の者
(国の未成年後見人賠償責任保険、本会社会福祉賠償保険(E プラン))
(2) 都道府県ぱあとなあの未成年後見事業体制整備を担える者
(3) 研修修了後、未成年後見の受任をする予定または検討している者

＊1

お申し込みをいただいたのち、本会から都道府県社会福祉士会に、推薦の可否および
受講希望者が複数いる場合の推薦順位の確認を行います。

＊2

６．定

員

７．受 講 費

受講講希望者が定員を超えた場合は、上記の(1)、(2)、(3)の順位で受講者を決定します。

80 名（2 日目のプログラムにおける定員は 40 名ずつ）

※先着順ではありません

(1)オンライン研修（2 日間）の受講料 … 15,600 円
(2)e-ラーニングコンテンツの視聴料 (＊3) … 3,300 円～4,400 円
＊3

オンライン研修の参加には、事前課題として設定されている e-ラーニングコンテンツの視聴（購
入）が必須です。視聴料は、所属する都道府県社会福祉士会により異なります。

８．申込方法

以下にご案内する所定の申込フォームからお申し込みください。

９．申込期限

2020 年 9 月 6 日(日)

10．受講可否

受講の可否は、10 月上旬頃に連絡します。併せて、受講に伴う注意事項、受講費の納入
方法、事前課題、キャンセルの扱い等も案内します。10 月中旬を迎えても連絡がない場
合は、以下の問い合わせ先宛てに連絡ください。
※受講申込みが少ない場合は、開催しないことがあります。また、自然災害等により研
修を中止することもあります。自然災害により中止となった場合は、受講料の返金を
行います。

11．研修単位

12．修了要件

本研修を修了することで、生涯研修制度における生涯研修制度独自の研修・実績 9.5 時
間を取得できます。
・事前課題に取り組んだこと。
・2 日間すべてのプログラムに出席すること。

13．留意事項

・本セミナーの参加には、PC またはスマートフォン等の機器と、インターネットに接続
できる環境が必要です。また、本研修では演習を行うため、マイク機能とカメラ機能
が有効な機器を準備ください。なお、＜参加に必要な機材の例＞は以下のとおりです。
＜参加に必要な機材の例＞ ※以下のいずれかを満たしていることが必要です。
・内蔵または外付けカメラ＋WindowsPC （Windows8.1 または 10）
・内蔵または外付けカメラ＋Mac （OS10.13 以降）
・内蔵カメラ＋iPad（iOS12 または iPadOS）
・内蔵カメラ＋タブレット（Android7 以降）
・内蔵カメラ＋スマートフォン
・現在は所有していないが、研修までに購入する予定
・インターネット環境も各自で準備ください。通信料等は各自の負担になります。なお、
使用する機器や各種契約により、通信料が高額になる場合も想定されますので、予め
確認してください。
・本研修では、Zoom ミーティングを使用しますので、事前に Zoom アプリをダウロード
してください。Zoom アプリをダウンロードしたら、接続テストを行うことを推奨しま
す。なお、本研修の受講だけであれば、Zoom アカウントの取得（サインアップ）は不
要です。
＜Zoom テスト用 URL＞
https://zoom.us/test
・自然災害の発生等により、本研修を中止することがあります。本研修が中止となった
場合は、受講費の返金を行います。
・通信環境・通信機器等の原因により、当日受講できない場合の返金は、対応いたしか
ねますので、予めご承知置きください。
・申し込みされた個人情報は、本研修の運営以外の目的には使用しません。

【申込方法】以下のＱＲコードまたは本会のホームページから、本研修の申込フォームにアクセスしていた
だき、必要事項を記入の上お申し込みください。
また、申込フォームの使用が困難な場合は、下記の問い合わせ先宛てにご相談ください。
【申込期日】2020 年 9 月 6 日(日)
【主
催】（公社）日本社会福祉士会
【申し込み・問い合わせ先】：（公社）日本社会福祉士会 生涯研修センター（月～金曜日 10：15～16：15）
TEL：03-3355-6541
e-mail：kenshu-center@jacsw.or.jp

2020 年度未成年後見人養成研修のお申し 込みは、
こ ちら の QR コ ード または下記の URL から 、
申込フ ォ ームにア クセスし て く ださ い。

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=oard-lcscth-3815c026a093d498189a057fc7f42fdf

